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綜 説

記憶を貯える脳,活かす脳
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要 旨

記憶とは,過去の経験を保存し,現在において再現する能力である.記憶を現象として外から

観察できるのは再現する想起の過程のみであるが,再現するためには生体のどこかに記憶を保

持するためのメカニズムと,保持した記憶の媒体を活性化するためのメカニズムが必要である.

本稿では,特に図形やイメージの記憶を保持したり想起したりするための大脳連合野のシステ

ムがどのような仕組みで機能するかについて議論を深めたい.
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陳述的記憶

記憶は陳述的記憶と非陳述的記憶という二つの

カテゴリ-に大別 される1)2),その中でも非陳述

的記憶は異なるサブカテゴリ-の集合体であり,

それぞれが異なる神経構造に依存する.例 えば,

逆上がりをする (運動)とかバイオリンを弾 く

相克能),ネクタイを締める (習慣)などの 『手続

き的記憶』の学習には小脳や大脳基底核が重要な
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働きをするし,パブロフの犬などの 『古典的条件

付け』の学習は扇桃体や小脳に依存する,といっ

た具合である.陳述的記憶は,その名が示す通り,

声に出 して覚 えることができる記憶のことであ

り,日常生活において一般的に用いられる,いわ

ゆる 『記憶』という言葉が指す内容に最 も近い.

陳述的記憶は,学校や辞書などで覚える知識とし

ての 『意味記憶』と,昨日の晩御飯のおかずは何

だったか,というように個人的な経験 を覚える
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図 1

『エピソー ド記憶』に租分類される.ヒトの認印

行動の基盤は陳述的記憶であることは明白であ

る.本稿では,単に 『記憶』といえば陳述的記憶

を指すことにする.

短期記憶と長期記憶の生理学的モデル

コンビュ-タではき一時的に記憶 を貯 える

RAM ･ROM ･CPUの2次キャッシュメモリー

などと.HDD ･DVD ICD-Rなどの最終的な

記録媒体は,別々のハードウエアによって実現 さ

れるように設計されている.ヒトの記憶において

も,短期記憶と長期記憶には定性的な違いが指摘

できる.短期記憶の容量は有限である.この眼界

は魔法の数 magiCalnumberとして有名である :

電話番号などとして一度に覚えられる数字,ある

いは意味のまとまりchunkの桁数は一般に ｢7プ

ラスマイナス2｣である.また短期記憶は,覚え

ていられる期間も有限であり,長くとも20秒程

度である.これに対して長期記憶,例えば母国語

の語嚢などは,一度覚えたら半永久的に忘れない.

また新しい造語や外国語の語葉なども次々に覚え

ることができ,その容量は無尽蔵といえるだろう.

短期記憶と長期記憶の生理学的な実体についての

モデルを図 1に示す.このモデルの原型は,心理

学者ヘップが半世紀以上前に擾鳩 した仮説 3)ま

で遡ることができる.Hebbの仮説によれば,痩

期記憶は神経細胞 (ニュ-ロン)の集団が,必要

な機能ごとに随時生成するネットワークの活動

dynamiccelまassemblyによって担 われている.

個々のニューロンは指数の異なるネ､ソトワークを

同時に ｢かけもち｣することができ,ネットワ-

ク内外の結合比率をダイナミックに変化させられ

ら.このようにして並列分散処理,すなわち複数

の情報処理を同時に進行することが可能となる.

ニュ-ロン間の機能結合をダイナミックに変化さ

せる原理としてヘップが提唱したのが, ｢シナプ

ス前後のニューロンが同期して活動するとシナプ

ス伝達効率が増加し,逆に入力があるのにシナプ

ス後の細胞が活動 しないとシナプス伝達効率が減

少する｣という 『へ ､ソブ則』Hebbianmleであ

る.もともとヘップ別は仮説的な概念であったが,
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現在までに多くの実験系で実際に成立することが

確かめられてきた.このようなシナプスの活動依

存的な伝達効率の変化が持続し,或いは繰り返し

起こる結果,遺伝子の発現を伴うネットワークの

構造変化structuralreorganiEationが生じ,長期記

憶を貯える基盤ができあがると考えられる.

記憶を貯える脳

陳述的記憶は,海馬を中心とする内側側頭葉の

損傷による 『健忘症』で顕著に障害される.内側

側頭葉の損傷後にみられる健忘症の特徴として,

新しく記憶を獲得することはできないが,障害以

前の古い記憶は比較的保たれるということがある

(順行性健忘)1).すなわち内側側頭葉は,長期記

憶の保管庫そのものではなく,むしろ短期記憶を

長期記憶に固定する課程 consolidationに関与 し

ているのではないかと考えられる (図 1).それに

対して,長期記憶は感覚認知の高次中枢である大

脳連合野そのものに貯えられていることが,いく

つかの臨床的および実験的根拠により示唆され

る 1)2).例えば物体の視覚的長期記憶は,物体視

の高次中枢である大脳の下部側頭葉連合野に貯え

られる4).

臨床的根拠の第-に,カナダの脳外科医ペンフ

ィール ドが行った覚醒下の脳外科手術における知

見が挙げられる.てんかんの焦点のマッピングの

ために大脳皮質表面の電気刺激を行うと,側頭葉

皮質の表面または深部を刺激したケースで,患者

の視覚的 ･聴覚的な ｢経験反応｣が廻る様子を報

告したのである5).脳裏からの電気刺激が及ぶ範

囲はあくまで推測に過ぎないが,少なくとも側頭

葉連合野に視覚的 ･聴覚的な長期記憶が貯えてい

るかもしれないという可能性が示唆された.第二

に,大脳側頭葉連合野の損傷で古い記憶だけが選

択的に喪失したという症例報告がある6)7)

マカタザルにおける実験研究に目を転じると,

第一に,後頭葉から側頭葉の逮食野 (TEO野と

T已野)の破壊実験により,物体や二次元図形の

視覚的弁別課題および視覚再認課題での成績が低

下することが示されている8)9).第二に,下部側
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頭薬TE野からのニューロン活動記録により,複

雑な図形や顔などの視覚刺激の知覚に対して特異

的な,再現性のある応答が記録できる2)10)ll)

第三に,マカタザルの悼性電気生理実験に認知

記憶課題を導入することにより,長期記憶の保持

に関連するニューロン活動を最も直接的に捉える

証拠が見つかった9)ま2).長期記憶は,連想により

様々な手掛かりから想起できるという特徴を持

つ.この特徴を利用するため,酒井と宮下は,ウ

ェクスラー記憶検査WMS-Rを改変 して,単語

の代わりに図形刺激を用いた,視覚性対連合記憶

課題を用いた.この課題を運行中のサルのTE野

において,ニュ-ロンの手がかり図形に対する応

答選択性を調べると,ペア図形に対する応答の相

関がペア以外の図形の組み合わせに対する応答の

相関に比べて有意に高いことがわかった 12).こ

のような神経細胞集団の応答特性には,新しく学

習された図形の長期記憶を 『保持』する過程を反

映していることが示唆される.

記憶を活かす脳

図2に示すように,図形の長期記憶を反映する

側頭葉の 『記憶保持』に関わるニューロンを活性

化する経路として,ボ トムアップ経路とトソプダ

ウン経絡の二つが考えられる.最も重要な経路と

考えられるのは,網膜から後頭葉の一次視覚野に

入った情報が,一次視覚野 (Vl)-二次視覚野

(V2)一四次視覚野 (V4)-TEO野-TE野と側

頭葉を活性化する経路である.階層的に下位から

上位の領野を逐次活性化していくので,この経路

を 『ボ トムアップ経路』と呼ぶことにする.物を

見て何かを思い出す,というときにはボ トムアッ

プ経路が自動的に強力に側頭葉にある記憶の長期

的保持に関わっている神経集団を活性化するので

はないかと考えられる.

しかし,わたしたち入間は,馬に羽を付けたペ

ガサスという怪物のイメージを,例え-度も見た

ことがなくても想像することができる.筆者らは,

このように目の前にない物の視覚的イメージを想

起するときには,ボ トムアップ経路の代替ルー ト
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仮説:見えないイメージの想起に､前頭葉から
側頭葉へのトップダウン信号が役立つ

図2

として前頭葉からの信号が側頭葉の神経集団を活

性 化 しているのではないか,という仮説を立て

た2).前頭葉は,種々の記憶想起課題を用いた非

侵襲的イメージングで,活性化が最もよく認めら

れる部位の一つだからである13),前頭葉は,階層

的には側頭葉より上位とみなせるので,この経路

を 『トップダウン経路』と呼ぶことにする.この

上ソプダウン経路の実体を実験的に検証すること

(図 2)は極めて困難であった.なぜなら ｢見えな

いものをイメ-ジさせる｣ことを動物に教えるこ

とは難しいからである.そこで筆者らはガザニガ

らがヒトの臨床研究で用いたことのある部分的脳

梁離断の嚢験パラダイム14)を応用した.つまり,

左右の大脳半球の連絡を手術によりボ トムアップ

経絡だけ遮断することで トソプダウン信号を行動

学的 ･電気生理学的に検出するための新しい動物

モデルを開発したのである15)16)

トップダウン信号の行動学的意義と

電気生理的検出

後頭葉や側頭葉の視覚中枢からの交連線維 (左

右の大脳半球間を連絡する神経の軸索)は,前交

連anterioreomm呈ssureと脳梁膨大部 spleniumを

通過する,これに対 して,左右の前頭葉の間の交

連線維は脳梁前半部を通っている.このように,

交連結合には部位特異性が知られている.筆者ら

は,手術で脳梁後半部と前交連だけを選択的に外

科切除した 『部分的脳梁離断標本』をマカタザル

で件成 した.この標本で,片方の大脳半球に視覚

刺激を入力すると同側の大脳半球ではボ トムアッ

プ信号により長期記憶が直接活性化される.とこ
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ろが視覚信号は大脳半球間転移しないのでボ トム

アップの信号は脳梁を渡れない.このような状況

で対側の大脳半球から長期記憶を想起するために

は,脳梁前半部を介して トソプダウン的にアプロ

ーチすることが必要である2､.

このパラダイムを用いて,筆者らはまず二つの

行動学的実験を行った 15)

第-に,脳梁後半部離断標本においてボ トムア

ップ視覚信号自体が大脳半球間を転移していない

ことを確かめるために,『学習の転移』試験を行

った.すなわち,視野分割提示法により,片側の

大脳半球に図形セットを記憶学習させ 80%の正

答率に達した く初学暫)あと,もう一方の大脳半

球で,同----のセットを開いて再学習させた.脳梁

後半部離断サルでは,80%正答率が得られるまで

に要した試行数は初学習と再学習で有意に違わな

かった.すなわち,ボ トムアップ視覚信号自体は

脳梁前半部を通ることができず,学習を通じて形

成された図形セットの長期記憶は前頭葉には保持

されていないことが示唆された 15).第二に,片側

の大脳半球に手掛かりを入力したあとラ脳梁前半

部を経由して トリプダウン信号による記憶想起が

対側の大脳半球で可能かどうかを行動学的に調べ

た.その結果,トソプダウン条件でも図形イメー

ジの想起が可能であり,ボ トムアップ条件と同じ

ぐらいの正解率を挙げられることがわかった 15)

脳梁の前半部も切って完全なスプリットブレイン

とし,トソプダウン信号のルー トを遮断すると,

記憶想起課題の成績がチャンスレベルまで低下し

た.従って,皮質下の経路でなく,前頭葉を経由

するトソプダウンの経路が, ｢目の前にない図形

を思い出す｣記憶想起という行為に対 して,行動

学的な意義を有することが確認された.

次に筆者らは,脳梁後半部離断パラダイムを用

いて,側頭葉の神経細胞集団が大脳半球間を渡っ

てきた トソプダウン信号により活性化されるかど

うかを電気生理的に確かめる実験 を行った 16)

その結果,前頭葉からの トリプダウン信号を側頭

葉の単一神経細胞活動のレベルで検出することに

成功 した.ボ トムアップ条件での視覚刺激に対す

る神経応答に比べ,トソプダウン条件での刺激応
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答は潜時が遅く,刺激図形のセットに対する両者

の応答選択性には有意な相関が認められた.何も

刺激が提示 されていない遅延期間において,トソ

プダウン信号の伝える情報は,手掛 りとして提示

された視覚刺激に相関したものから記憶想起の対

象に相関したものへと経略的に変化 した つまり,

トリプダウン信号の活動は目の前に見ていない絵

を ｢イメージする｣必要性と密接な関係があるこ

とが示唆された.行動実験と同様,脳梁の前半部

を切るとトソプダウン条件でのニュ-ロン活動も

みられなくなった.このことから,側頭葉のニュ

ーロンに,確かに前頭葉を経由する トップダウン

信号が伝わっていたことが確かめられた.

今後の研究課題

物体の視覚的記憶は下部側頭葉の視覚連合野の

ニューロン集団の刺激応答特性としてコ- ドされ

ている,側頭葉のニューロン集団を後頭葉の一次

視覚野からボ トムアップ的に活性化する経路によ

って記憶の自動的な想起が可能となるのみなら

ず,ボ トムアップ経路が物理的に遮断されている

ときには,前頭葉連合野からの トソプダウン信号

がイメージ想起 を手助けできることが示唆 され

た.脳梁部分的離断標本という特殊な状況下にお

いては,視覚記憶の想起という行動が,視覚認知

に関わる神経集団の活性化と相関を示すことがわ

かった.しかし,生理的なイメージの生成におい

て トソプダウン信号でなくては抱えない本質的な

役割が何なのか,また神経活動と行動の因果関係

がどこまで保たれているのかは未解明である.こ

のためには,前頭葉の機能を特異的にテス トする

ような新 しい認知パラダイムの導入と,スプリッ

トブレイン以外の方法で因果律を確かめる研究手

法の開発が必要であろう.
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